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（資料１８） 障害児支援の見直しに関する検討会報告書（平成２０年７月２２日）（抄）

Ⅲ．今後の障害児支援の在り方

５．家族支援の方策

（３）経済的負担等

○ 障害児のいる家族の経済的負担については、これまで支援サービスの利用料の軽減等が図られているが、
平成２１年度以降も続けるようにするなど、家族の負担能力を踏まえた十分な配慮が必要である。また、障害
福祉サービスと他の施策との負担上限額の合算制度について検討が必要である。
なお、これに対しては、応能負担とすべきとの意見があった。

○ さらに、障害児のいる家庭の負担と経済的状況を分析した上で、更なる経済的支援についても検討すべきと
の意見があり、幅広く検討していくべき課題と考えられる。
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① 幼稚園については、教育の機会均等の観点から、通園する全ての３～５歳児を対象とすることを
基本とすべきではないか。

② 他方、保育所等については、幼児教育の観点や、自宅で養育される子どもとの均衡等も踏まえ
つつ、保育制度改革の中で対象者を検討することが適当ではないか。

③ なお、２歳児特区に関する調査研究において、幼稚園における２歳児の受入れについては、幼
児の主体的な活動を前提として行われる満３歳以上の幼児を対象とする幼稚園教育をそのまま
当てはめていくことは、適切ではないとされている。

（２）対象者
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（資料１９） 就学前教育・保育の実施状況（平成１９年度）〈学年齢別〉

25.8% 32.2% 42.0%

0.0%
14.6% 85.4%

0.0%
24.8% 75.2%

0.0%
33.0% 67.0%

38.8% 38.8% 22.3%

54.1% 40.7% 5.2%

57.3% 40.3%
2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

幼稚園就園率 保育所入所率 未就園率

幼稚園
就園率

保育所
入所率

未就園率
該当年齢
人口

0歳児 0 人 0.0% 158,500 人 14.6% 927,000 人 85.4% 1,085,500

1歳児 0 人 0.0% 263,500 人 24.8% 801,000 人 75.2% 1,064,500

2歳児 0 人 0.0% 354,000 人 33.0% 718,500 人 67.0% 1,072,500

3歳児 429,400 人 38.8% 429,200 人 38.8% 246,900 人 22.3% 1,105,500

4歳児 614,100 人 54.1% 461,400 人 40.7% 59,000 人 5.2% 1,134,500

5歳児 663,500 人 57.3% 466,200 人 40.3% 27,800 人 2.4% 1,157,500

合計 1,705,400 人 25.8% 2,132,700 人 32.2% 2,781,900 人 42.0% 6,620,000

うち0～2
歳児 0 人 0.0% 776,000 人 24.1% 2,446,500 人 75.9% 3,222,500

うち3歳児
～5歳児 1,705,400 人 50.2% 1,356,800 人 39.9% 335,300 人 9.9% 3,397,500

※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。
※「推計未就園児数」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数及び保育所在所児数を差し引いて推計したも
※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計（平成19年10月1日現在）を学年齢別に換算した推計値。

推計未就園児数
幼稚園
在園者数

保育所
在所児数

※幼稚園の数値は平成19年度「学校基本調査報告書」（平成19年5月1日現在）より。
※保育所の数値は平成19年度「社会福祉施設等調査」（平成19年10月1日現在）を学年齢別に換算した推計値

　　なお、「幼稚園」には特別支援学校幼稚部を含む。

○ ３歳以上児のかなりの部分（４歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所
○ ３歳未満児（０～２歳児）で保育所に入所している割合は約２割
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（資料２０） 三歳未満児に係る幼稚園入園事業（構造改革特区）について

学校教育法（改正前）第８０条 （現行法：第２６条）
・ 幼稚園に入園することができるのは、満三歳から。

学校教育法（改正前）第８０条 （現行法：第２６条）
・ 幼稚園に入園することができるのは、満三歳から。

「構造改革特別区域法」（平成１４年１２月法律第１８９号）
・ 第１４条において、満二歳になった後の初めての４月から、幼稚園に入園可能とした。

「構造改革特別区域法」（平成１４年１２月法律第１８９号）
・ 第１４条において、満二歳になった後の初めての４月から、幼稚園に入園可能とした。

・ 基本的生活習慣や自立心、思いやりが身につくなど、成長が見られた。
・ 親の子育て不安の解消などの効果はある。
・ 二歳児については、満三歳以上児と同様の集団的な教育にはなじまない。

・ 基本的生活習慣や自立心、思いやりが身につくなど、成長が見られた。
・ 親の子育て不安の解消などの効果はある。
・ 二歳児については、満三歳以上児と同様の集団的な教育にはなじまない。

【考え方】
・ 二歳児については、幼稚園児として集団的な教育（幼稚園教育）を行うことではなく、幼

稚園の人的・物的環境を適切に活用し、親子登園等、個別のかかわりに重点を置いた
子育て支援としての受入れという形態に変更し、全国にその普及を図る。

【【考え方考え方】】
・ 二歳児については、幼稚園児として集団的な教育（幼稚園教育）を行うことではなく、幼

稚園の人的・物的環境を適切に活用し、親子登園等、個別のかかわりに重点を置いた
子育て支援としての受入れという形態に変更し、全国にその普及を図る。

・ 構造改革特別区域法の一部改正（平成１９年３月３１日公布）
第１４条削除、施行日を平成２０年４月１日とする

・ 子育て支援としての２歳児の受入れに係る留意点を通知で発出

・ 構造改革特別区域法の一部改正（平成１９年３月３１日公布）
第１４条削除、施行日を平成２０年４月１日とする

・ 子育て支援としての２歳児の受入れに係る留意点を通知で発出

特区の事業

特区事業の評価
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（資料２１） 「幼稚園における２歳児受け入れに関する調査研究」調査のまとめ
（平成１８年１月３１日 全国幼稚園教育研究協議会） （抜粋）

Ⅲ 幼稚園における２歳児保育の課題
２．２歳児保育の課題
（１）２歳児の発達と集団
視察園では、一クラス１４名～１９名の幼児数であり、中には３歳児との混合学級もあった。今回の視察で一斉に歌や踊り、絵を描くな
どを保育者から促して活動している時間の中では、幼児は保育者のことばと動きを見て、言われたとおりに動くことのみに終わっている
状況がある。その間、指しゃぶりをしたり、手足をいじったりして落ち着きのない姿が見られた。一見集団活動が行われているように見え
るが、幼児同士のかかわりの質を見ると、「集団を通した教育」として幼児同士がかかわり合って遊ぶ姿は見られない。
２歳児発達の特徴として、複数名の幼児が同じ場を共有して並行的に遊ぶ中で、保育者との一対一の関係から派生して、幼児同士が
同じ活動を同じ場でやっているという状況である。３歳児同士のようにかかわり合う、見合う、模倣し合うという関係ではない。
したがって２歳児においては、３歳児以上の教育とは異なる質の保育を行うことが求められる。２歳児は個々への対応が特に要求され、
安定した情緒やゆったりした生活が求められるだけに、きめ細かな養育ができるよう幼児の人数に応じた２歳児の保育者数の検討が必
要ではないかと思われる。（中略）
（２）保育内容と援助の現状から
（中略）自立に向かっているこの２歳児ではあるが、入園した当初はまだオムツ使用が半数以上を占め、身の回りのことも大人の介助
なくしては一人ではできないのが現状である。（中略）
２歳児保育では、毎日の繰り返しの中で、幼児の発育、発達状態などに応じた養護的側面の保育内容が重要である。（中略）
（５）研修の必要性
（中略）保育者の専門性としても３歳以上と３歳未満児では異なる知識がさらに必要とされることも考えておかなければならない。
Ⅳ 幼稚園内の施設における２歳児保育の在り方
１．基本的な考え方
（２）幼稚園内の施設における２歳児保育の基本的な考え方
幼稚園は、学校教育法に基づく学校であり、満３歳児から小学校入学の始期までの幼児を対象にして、意図的、計画的な教育を行う場
である。幼稚園教育では、同年代の幼児との集団生活の中で、幼児の主体的な活動としての遊びを重要な学習として取り上げ、遊びを
通してねらいを総合的に身につける指導をする。すなわち、幼稚園教育における教師の役割は、幼児の主体的な活動を促すために計画
的に環境を構成し、さらに幼児の活動にそって様々な役割を果たしながら、幼児の主体的な活動の中で、幼児自らが発達に必要な経験
が得られるように、組織的・継続的な指導を行うことである。
こうした主体的な活動を通して教育を行うことが可能となる前提には、幼児が自ら環境とかかわり活動を生み出す、様々にイメージをわ
かしそれらを実現させながら活動に取り組む、そのイメージを友達と共有して楽しむなどの「遊びを創り出す力」をもっていることがあげら
れる。この意味で、現行の幼稚園教育では、教育の対象を満３歳からとしている。
したがって、大人への依存度が高い２歳児を幼稚園内の施設に受け入れる際には、幼児の主体的な活動を前提として行われる満３歳
以上の幼児を対象とする幼稚園教育をそのまま当てはめていくことは、適切ではない。２歳児特有の発達を踏まえた保育を展開し、その
成果を３歳児以降の教育につなげていくことが大切である。（以下略）
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（資料２２）「幼稚園を活用した子育て支援としての２歳児の受け入れに係る留意点について」
（平成１９年３月３１日初等中等教育局長通知）（抄）

満２歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めからの幼稚園での受入れについては、今後は、
幼稚園児として受け入れ集団的な教育を行うことではなく、幼稚園の人的・物的環境を適切に活用し、個別
のかかわりに重点を置いた子育て支援としての受入れという形態に変更することにより進めることとしてい
ます。

（別添２）幼稚園を活用した子育て支援としての２歳児の受入れに係る留意点（抄）
１ 基本的な考え方
○ 大人への依存度が高い２歳児について、幼稚園児としての集団的な教育を行うのではなく、幼稚園内の
人的・物的環境を適切に活用し、個別のかかわりに重点を置いた子育て支援として受け入れる際には、幼
児の主体的な活動を前提として行われる満３歳以上の幼児を対象とする幼稚園教育を当てはめていくので
はなく、２歳児特有の発達を踏まえた受入れに配慮し、その成果を３歳児以降の幼稚園教育に円滑につな
げていくことが大切である。

（中略）
４ 子育て支援としての受入れの内容等
（１）２歳児の受入れで重視したい事項
○ ２歳児の発達の特徴として、複数の幼児が平行的に遊ぶ中で、受入れに従事する者との一対一の関係
を基本とし、幼児同士が同じ活動を同じ場で行うことが多く、３歳児同士のように、かかわり合う、見合う、模
倣し合うという関係にはなりにくい。
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① 現在、幼稚園に対する公費の支援の仕組みとしては、機関補助である私学助成と、個人給付で
ある幼稚園就園奨励費補助制度（市町村が行う幼稚園就園奨励事業への国の補助）がある。

② 現行の幼稚園就園奨励事業は、保護者に対する個人給付であるが、幼稚園が代理受領するの
が一般的であると考えられる。また、市町村による任意実施の事業であり、入園料及び保育料
が補助対象経費となっている。

③ 幼児教育の無償化の具体的仕組みを考えるに当たり、このような現行制度の基本的骨格につい
て、どのように考えるか。

④ その際、現在の幼稚園就園奨励事業は市町村による任意実施であるものの、幼稚園のある市
町村の大半が実施している現状にあるが、制度の確実かつ安定的な実施の観点から、法制度
化（市町村に対する支給の義務付け及び国の負担の明確化など）について、どのように考える
か。

⑤ なお、保育所については、別途検討が進められている保育制度改革の中で、保護者負担の在り
方も検討対象となっており、その改革の議論の中で検討することが適当ではないか。

３．無償化の仕組み

（１）具体的仕組み
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（資料２３） 現行の私学助成及び幼稚園就園奨励費補助制度の実施スキーム

市町村

保護者

都道府県

幼稚園

入園申込、保育料の支払い

幼児教育の提供

国

支給

費用の補助

私学助成

幼稚園認可、指導監督

私学助成
（経常費、預かり保育等）

支給
（施設による
代理受領の場合）

申請
（施設による代理申請可）
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（資料２４） 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 （平成１０年６月１７日文部大臣裁定）（抄）

（交付の対象及び補助率等）

第３条 文部科学大臣は都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し、次の区分により

予算の範囲内で経費の一部を補助する。

（１）（略）

（２）当該市町村の住民で市町村立幼稚園又は私立幼稚園に就園する幼児に関して市町村が行う就

園奨励事業

２ 補助対象経費及び補助率は、次に掲げるとおりとする。

３ （略）
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（資料２６） 幼稚園就園奨励事業の実施・未実施市町村の区域内にある幼稚園数

（資料２５） 幼稚園就園奨励事業の実施・未実施市町村数

私立
幼稚園
がない

私立
幼稚園
がある

1,812 1,400 412 296 116 98 18

(100.0%) (77.3%) (22.7%) (16.3%) (6.4%) (5.4%) (1.0%)

（平成２０年５月１日現在　文部科学省幼児教育課調べ）

合計
幼稚園
がある

幼稚園
がない

就園奨励
事業を
未実施

就園奨励
事業を
実施

5,301 4,973 328
(93.8%) (6.2%)

8,276 8,255 21
(99.7%) (0.3%)

（平成２０年５月１日現在　文部科学省幼児教育課調べ）

公立

私立

合計 就園奨励事業を実施している
市町村の区域内

就園奨励事業を実施していない
市町村の区域内
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（資料２７）社会保障審議会少子化対策特別部会 第１次報告（平成２１年２月２４日）（抄）

１ これからの保育制度のあり方について

（５） 今後の保育制度の姿 －新たな保育の仕組み－

〈保育制度のあり方に関する基本的考え方〉

⑤ 費用設定

○ 利用者負担のあり方については、所得に対する十分な配慮を基本に、今後、具体的なあり方を検討する。また、
利用者負担の水準の決定は、国の定める基準の下、所得を把握しうる市町村において行うものとする。

⑫ 今後の検討

「新たな保育の仕組み」の検討過程においては、保育関係者より、以下の意見が示されている。今後のさらなる検
討の際には、こうした意見も考慮しながら検討を進めるべきである。

・ 保育料の軽減（緩和）を実現すべき。

５ 財源・費用負担について

○ 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終報告における指摘も踏まえ、以下
のような点について、引き続き検討していく必要がある。

・ 利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できるようにすることに配慮しながら、今
後、具体的な議論が必要であること。
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① 幼稚園における教育の質は、学校教育法や、幼稚園設置基準、幼稚園教育要領等の関係法令
により担保されているが、無償化の実施に併せて、一層の質の向上を図ることが必要ではない
か。具体的には、学校評価の実施並びに結果の公表及び設置者への報告、幼稚園・保育所の
教職員の合同研修の促進、幼稚園教諭免許・保育士資格の併有促進、教員免許更新制の実施
など、質の向上のための更なる取組の推進に努めるべきではないか。

② 特に、学校評価については、自己評価が義務、学校関係者評価が努力義務とされており、第三
者評価も今後の検討課題とされているが、必ずしも取組が十分とは言えず、これらの学校評価
の取組の強化に努めるべきではないか。

③ また、私立幼稚園では、教員の平均年齢・勤務年数が低く、平均給与も低いことから、私立幼稚
園における教育の質の向上を図るためには、教員の待遇改善も必要ではないか。

（２）無償化に関連する課題

① 教育の質の確保
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（資料２９） 学校教育法（抄）、学校教育法施行規則（抄） （学校評価関係）

○学校教育法
第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、
その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

第四十三条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携
及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

（※ 幼稚園については第二十八条で準用。）

○学校教育法施行規則
第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものと
する。

２ 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第六十七条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者
（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該
小学校の設置者に報告するものとする。

（※ 幼稚園については第三十九条で準用。）

（資料２８） 学校教育法（抄）、学校教育法施行規則（抄） （設置基準、教育要領関係）

○学校教育法
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設
置しなければならない。

第二十五条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。

○学校教育法施行規則
第三十六条 幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、幼稚園設置基準 （昭和三十一年文部省令第
三十二号）の定めるところによる。

第三十八条 幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文
部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
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（資料３０） 幼稚園における学校評価の実施状況
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（資料３１） 「幼稚園における学校評価」今後の方向性

21年度の取組

■「教育再生会議」第3次報告（平成19年12月）
→学校の第三者評価について言及
■教育振基本計画（平成20年7月）
→学校評価の推進とその結果に基づく学校運営の改善について言及

■幼児教育振興アクションプログラム（平成18年10月）
→幼児教育の質の向上のための評価の充実

■学校教育法改正（平成19年6月）
学校評価の結果に基づく学校運営の改善を図ること、及び学校の積極的な情
報提供について規定
→学校教育法施行規則の改正（平成19年10月）
→幼稚園における学校評価ガイドライン（平成20年3月）自己評価・学校関係
者評価

背 景

学校評価の充実・改善の推進

幼児教育関係

第三者評価ガイドライン策定 幼稚園における第三者評価ガイドライン策定

第三者評価ガイドライン策定に向けた取組

幼児教育関係

第三者評価

学校評価システムの将来像

自己評価 学校関係者評価
自己評価・学校関係者評価を踏まえた第三者評価の実施

自己評価・学校関係者評価の検証

第三者評価等に関する調査研究委託

学校評価を円滑に行うための手法等に
ついて大学や民間機関に委託し、調査
研究を実施

学校評価・情報提供の充実・改善等の
ための実践研究

学校関係者評価・学校の情報提供
等の充実改善を図るための実践研
究の実施

幼児教育の改善・充実調査研究
事業

幼稚園における学校評価ガイドラ
インを踏まえた実践研究

学校評価に係る好事例の普及・推進

・事例集作成、ブロック研修協議会の開催
（指導主事及び校長等が対象）

検証結果
のフィード
バック

ガイドライン
素案の提示

検証結果
のフィード
バック

ガイドライ
ン素案の
提示

第三者評価ガイドライン策定
のための有識者会議

「第三者評価ガイドライン」を
策定するための有識者会議

第三者評価ガイドラインの策
定にむけた実地検証

「第三者評価ガイドライン」
素案に基づき国による実地
検証及び設置者等による実
地検証

幼稚園における第三者評価ガイド
ライン策定のための有識者会議

「幼稚園における第三者評価ガイドラ
イン」を策定するための有識者会議

幼稚園における第三者評価ガイ
ドライン策定にむけた調査委託

「幼稚園における第三者評価ガ
イドライン」素案に基づき研究機
関等による調査研究（委託）

第三者評価の普及
自己評価・学校関係者評価の普及

小中学校・高校学校等関係
小中学校・高校学校等関係
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保育所における自己評価の背景

■ 保育所保育指針（平成20年３月告示・21年４月１日施行）
保育士等及び保育所の自己評価と自己評価公表の努力義務
保育内容等の説明責任の明確化 等

■ 社会福祉法及び児童福祉法における情報提供・評価

■ 保育所における質の向上のためのアクションプログラム（平成20年３月通知）における
自己評価の推進と評価の充実
（自己評価ガイドラインの作成とこれに基づく第三者評価の見直し等）

自己評価の進め方
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月

保護者
（利用者の意向）

保育所の
自己評価

改善・研修

外部評価

保護者

保育士等による

自己評価

保育所の

自己評価

園内研修

保護者

保育士等による

自己評価

保育所の

自己評価

園内研修

保護者

保育士等による

自己評価

保育所の

自己評価

園内研修

第三者評価

公表

質 の 向 上

子どもと保
育のよさを
育む

組織としての
課題の改善

日常的な協働による
子育ての相互理解

定期的に行うアンケ
ートなど

組織としての
課題の改善

子どもと保
育のよさを
育む

自己評価の観点や項目の見直し

保育所のよさの確認と改善項目の重点化

○ ○ 保 育 所 の 評 価

公表

資源としての個 の々経験の知
↓

相互作用による可視化
（言語化など）

資源としての個々 の経験の知
↓

相互作用による可視化
（言語化など）

保育の計画
（保育課程
・指導計画）

保育の計画
（保育課程
・指導計画）

保育所保育指針に関連付けて
特徴を明らかにする

=
園が大切にしている価値と課題
自覚化・明確化・共有

保育所保育指針に関連付けて
特徴を明らかにする

=
園が大切にしている価値と課題
自覚化・明確化・共有

実践実践

共有による組織の知へ転換・
統合（協同的学び）の過程

↓
構造化

共有による組織の知へ転換・
統合（協同的学び）の過程

↓
構造化

改善

C1C1 C2C2

AA

PPDD

保育士等（個人）／保育所（組織）

園内研修

公表公表 外部評価
（第三者評価等）

自己評価の理念モデル自己評価の理念モデル

「保育所における自己評価ガイドライン」より

（資料３２）保育所における自己評価
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（資料３３） 教員の平均年齢、平均勤務年数、平均給料月額の比較（設置者別・学校段階別）
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① 幼稚園教育の義務教育化（全ての保護者に一律に子の就学義務を課すること）については、幼
児教育の効果が明らかになってきていることや地域・家庭における教育力が低下してきている現
状から、施設における幼児教育の重要性は高まっているものの、現状においては、地域や家庭
がその実情に応じて幼児教育の主たる役割を担うことを制度として一律に否定して施設教育を
義務づけることについては、国民的な合意が得られているとは言えないのではないか。

② また、諸外国においても、小学校就学前教育を無償化している場合でも、一般に義務教育化はさ
れていない。

③ このような状況を踏まえれば、まずは基本的な費用負担なく全ての子どもが質の高い幼児教育
を享受することができるよう、幼児教育にアクセスする機会を実質的に保障することとし、幼児教
育の義務教育化については、無償化後の幼児教育の普及状況や今後の国民的な議論を踏まえ、
検討していくべきではないか。

② 義務教育化について

（資料３４） 教育基本法（抄）

○教育基本法
（義務教育）
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる
基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行
われるものとする。
３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相
互の協力の下、その実施に責任を負う。
４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
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（資料３５） 過去の幼児教育の義務教育化に関する中央教育審議会の答申

教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について（抄） （平成１９年３月１０日中央教育審議会答申）

義務教育の年限については、これを延長すべきとの意見も出されたが、現在の制度は国民の間に定着しており、延長する場合には多額
の財政負担が必要となることから、国民的合意を要する事項である。このため、学校教育制度全体の在り方も踏まえ、長期的な視点で検
討する必要がある。

新しい時代の義務教育を創造する（抄）（平成１７年１０月２６日中央教育審議会答申）

○ このほか、幼稚園や高等学校を義務教育の対象とするなど義務教育の年限を延長するべきとの意見、義務教育への就学年齢を引き
下げ５歳児からの就学とすべきとの意見なども出されたが、これらについては、学校教育制度全体の在り方との関係など慎重に検討す
べき点があること、義務教育に関する意識調査の結果ではこれらの事項について賛成する割合が全体として低かったことなども踏まえ、
今後引き続き検討する必要がある。

今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について（昭和４６年６月１１日中央教育審議会答申）（抄）

１ 人間の発達過程に応じた学校体系の開発
現在の学校体系について指摘されている問題の的確な解決をはかる方法を究明し，漸進的な学制改革を推進するため，その第一歩とし
て次のようなねらいをもった先導的な試行に着手する必要がある。
(１)  ４，５ 歳児から小学校の低学年の児童までを同じ教育機関で一貫した教育を行うことによって，幼年期の教育効果を高めること。

（中略）
教育の機会均等をいっそう徹底するため，就学前教育および後期中等教育の段階まで義務教育の年限を拡張すべきだとの意見がある。
本審議会としては，国民に就学の義務を課することは，その教育の目標とするものが全国民の教育として必須のものであり，すべての者
に例外なくその履修を求める必要があり，その実施によって就学上・財政上その他の点に重大な支障が生じない場合に限るべきであると
考える。したがって，就学前教育については，将来，その普及と内容の充実および基本構想Ⅰの１による先導的試行の成果を見定めたう
えで，これを義務教育とする必要性と可能性を検討すべきであるが，後期中等教育の段階は，一律に就学の義務を課するよりも，さまざ
まな教育の機会を確保するとともに，その就学のための諸条件を整備することによって，その趣旨の実現をはかるのが先決であると考え
る。
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（資料３６） ５歳児と義務教育に関する保護者等の意識
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［出典］義務教育に関する意識調査 報告書（平成１７年１１月（株）ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）（文部科学省委託事業）
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・ ５歳児に対する幼児教育・保育の無償化の段階的実施が法定化されている。
（1999年より低所得者層から順次拡大中。現在、5歳児の約30%が無償。）

・ ６歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

韓国

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ ３～５歳児を対象とした幼稚園は、基本的に有償。
2007年までに、４つの州・市で５歳児より無償化を導入。

・ ６歳から基礎学校に入学し、義務教育となる。

ドイツ

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ 主に５歳児を対象とする公立小学校付設の幼稚園は、無償。

・ 通常は６歳から小学校に入学し、義務教育となるが、一部の州では５歳児を
義務化。

アメリカ

・ 主に３～５歳児を対象とした幼稚園は、９９％が公立であり、無償。

・ ６歳から小学校に入学し、義務教育となる。

フランス

・ 2004年までに全ての３～４歳児に対する幼児教育の無償化を実現。
（現在、「週12.5時間（2.5時間×5日)、年38週分」が無償で、最終的に、「週20時間、年38週分」を無償に。）

・ ５歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

イギリス

制度の概要国名

（資料３７）諸外国における幼児教育の無償化に係る動き（再掲）
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① 先般の教育基本法の改正において、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良
好な環境の整備等に努めなければならないことが明記された。

② 現在、地方公共団体（市町村）別に見ると、幼稚園の設置団体数は1,458（80.5％） 、未設置団
体数は353（19.5％）であるが、幼稚園又は保育所を設置している団体数は1,786（98.6％） 、未
設置団体数は25（1.4％）に過ぎない。

③ また、実態として、幼稚園の収容定員の充足率は約７割であり、幼稚園数・園児数ともに年々減
少傾向にある。

④ さらに、社会保障審議会少子化対策特別部会第１次報告では、人口減少地域における保育所
については、認定こども園制度の活用等を含め検討することとされている。

⑤ このような状況を踏まえ、今後、認定こども園制度の活用を含め、地域において幼児教育が提供
される環境の整備に努める必要があるのではないか。

③ 国・地方公共団体による幼児教育の提供の責務

（資料３８） 教育基本法（抄）

○教育基本法
（幼児期の教育）
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地
方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努め
なければならない。
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幼稚園・保育所ともに設置

 78．7％

保育所のみ設置
 18.1%

幼稚園・保育所ともに未設置
　1.4%

幼稚園のみ
設置　 1.8%

平成２０年５月１日現在 文部科学省調べ

（資料３９） 市町村における幼稚園・保育所の設置状況

市町村数 割合
幼稚園・保育所ともに設置 1425 78.7%
幼稚園のみ設置 33 1.8%
保育所のみ設置 328 18.1%
幼稚園・保育所ともに未設置 25 1.4%
合計 1811 100.0%

※保育所は、認可保育所のみ。
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園

昭和59年　15,211園

昭和59年　8,919園

昭和61年　6,747

平成20年 13,626園

平成20年　8,276園

平成20年　5,350園

（資料４０） 幼稚園数・園児数の推移

（出典）文部科学省（文部省）「学校基本調査」（各年度5月1日現在）

◆国公立 ■私立 ▲合計

幼稚園数の推移 幼稚園在園児数の推移

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

50 53 56 59 62 2 5 8 11 14 17 20

人

年度

平成20年　1,674,163人

平成20年　1,349,239人

平成20年　324,924人

昭和53年　2,497,895人

昭和53年　1,843,422人

昭和54年　660,043人

在園者数（人）収容定員（人） 充足率（％）

合計 1,674,163 2,375,385 70.5%
国立 6,374 7,115 89.6%
公立 318,550 616,944 51.6%
私立 1,349,239 1,751,326 77.0%

（出典）文部科学省「学校基本調査」（平成２０年５月１日現在）

※充足率は、在園者数÷収容定員で算出した。

（平成２０年５月１日現在）

（資料４１） 幼稚園の収容定員の充足率

◆国公立 ■私立 ▲合計
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（資料４２） 社会保障審議会少子化対策特別部会第１次報告（平成２１年２月２４日）（抄）

１ これからの保育制度のあり方について

（４）現行の保育制度の課題

⑤人口減少地域における保育機能の維持・向上

また、児童人口が著しく少なく生活圏内に幼稚園がない場合、当該地域における保育所は、小学校就学前に集団

の中で子どもが成長することを保障する役割も果たしており、こうした地域の保育所が担ってきた機能について、認

定こども園の活用等も含め、柔軟に検討していくことが求められる。
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国公私別幼稚園数の割合

私立

60.7%

公立

38 .9%

国立

0 .4%

国公私別在園児数割合（３～５歳児）

私立

80 .6%

国立

0 .4%

公立

19 .0%
国立

公立

私立

① 小中学校において公立学校のみが無償とされているのは、小中学校段階では国民に対して就
学義務が課されており、その義務の履行を可能ならしめるために市町村に対してその設置義務
を課するとともに、就学に必要な学校数が公立により確保されていることを前提としている。
（私立学校への就学は公立学校就学に伴う授業料無償の権利を放棄したものとされる。）

② 他方、幼稚園については、国民への就学義務は課されておらず、その設置者としては公立を原
則とすることなく制度化されており、実態においても定員全体の約８割を私立が担っている。

③ このように、幼稚園については、義務教育段階と異なり、制度・実態の両面から、公私立通じて
無償化することが適当ではないか。

④ 公私立を問わない無償化について

（資料４３）国公私立別幼稚園数・在園児数

　　　　　（平成２０年５月１日現在：学校基本調査）

　区　　　分

　　　幼　稚　園　数　（園） 13,626 100% 49 0.4% 5,301 38.9% 8,276 60.7%

在 　　計　　　 　　　（人） 1,674,163 100% 6,374 0.4% 318,550 19.0% 1,349,239 80.6%

園 ３　歳　児　　　  （人） 427,135 100% 1,265 0.3% 42,699 10.0% 383,171 89.7%

児 うち前年度間入園者数（人） 34,795 100% 0 0.0% 333 1.0% 34,462 99.0%

数 ４　歳　児　　　  （人） 602,105 100% 2,572 0.4% 120,828 20.1% 478,705 79.5%

５　歳　児　 　　 （人） 644,923 100% 2,537 0.4% 155,023 24.0% 487,363 75.6%

  教員数（本務者）   （人） 111,223 100% 335 0.3% 24,741 22.2% 86,147 77.5%

（注） 　・四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合がある。
　　 　　・「前年度間入園者数」は、前年度の満３歳の誕生日以降に入園した幼児数である。

合　　計 国　　立 公　　立 私　　立
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① 経済財政政策の基本方針２００８（骨太の方針）等においては、「幼児教育の将来の無償化につ
いて、歳入改革にあわせて財源、制度等の問題を総合的に検討」することとされている。

② 他方、昨年１２月に閣議決定された持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中
期プログラム」では、「消費税の全税収を確立・制度化した年金、医療及び介護の社会保障給付
及び少子化対策の費用に充てる」とされている。

③ このような状況を踏まえ、無償化の財源について、どのように考えるか。

４．無償化の財源

（資料４４）経済財政改革の基本方針2008（骨太の方針）（平成２０年６月２７日 閣議決定）（抄）

第５章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築

２．未来を切り拓く教育

・ 幼児教育の将来の無償化について、歳入改革にあわせて財源、制度等の問題を総合的に検

討しつつ、当面、就学前教育についての保護者負担の軽減策を充実するなど、幼児教育の振
興を図る。
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（資料４５） 持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」（平成２０年１２月２４日閣議決定）（抄）

Ⅱ．国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保
２．安心強化と財源確保の同時進行
国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策について、
基礎年金の最低保障機能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付・サービスの強化など機能強化と効率化を図る。
このため、別添の工程表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検討を進め、確立・制度化に必要な費用に
ついて安定財源を確保した上で、段階的に内容の具体化を図る。

３．安心と責任のバランスの取れた財源確保
(2) この際、国・地方を通じた年金、医療、介護の社会保障給付及び少子化対策に要する公費負担の費用について、その全額を
国・地方の安定財源によって賄うことを理想とし、目的とする。
このため、2010 年代半ばにおいては、基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げに要する費用をはじめ、上記２．に示した
改革の確立・制度化及び基礎年金、老人医療、介護に係る社会保障給付に必要な公費負担の費用を、消費税を主要な財源とし
て安定的に賄うことにより、現世代の安心確保と将来世代への責任のバランスを取りながら、国・地方の安定財源の確保への
第一歩とする。
具体的には、上記の社会保障給付及び少子化対策に要する費用の状況や将来見通し、財政健全化の状況等を踏まえて、税制の
抜本改革法案の提出時期までに、その実施方法と合わせて決定する。

Ⅲ．税制抜本改革の全体像
１．税制抜本改革の道筋
(2) 消費税収が充てられる社会保障の費用は、その他の予算とは厳密に区分経理し、予算・決算において消費税収と社会保障費
用の対応関係を明示する。具体的には、消費税の全税収を確立・制度化した年金、医療及び介護の社会保障給付及び少子化対
策の費用に充てることにより、消費税収はすべて国民に還元し、官の肥大化には使わない。
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① ４．の通り、幼児教育の無償化は、「歳入改革に合わせて財源、制度等の問題を総合的に検討」
することとされている。

② また、所得税法改正案の附則では、「遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改
革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされている。

③ さらに、社会保障審議会少子化対策特別部会第１次報告では、新たな保育制度体系の実現には、
税制改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があるとされている。

④ このような状況を踏まえ、幼児教育の無償化の制度化の時期について、どのように考えるか。

５．無償化の制度化の時期

（資料４６）経済財政改革の基本方針2008（骨太の方針）（平成２０年６月２７日 閣議決定）（抄）

第５章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築

２．未来を切り拓く教育

・ 幼児教育の将来の無償化について、歳入改革にあわせて財源、制度等の問題を総合的に検

討しつつ、当面、就学前教育についての保護者負担の軽減策を充実するなど、幼児教育の振
興を図る。

（資料４７） 所得税法等の一部を改正する法律案（第１７１回通常国会閣法６号）（抄）

（税制の抜本的な改革に係る措置）

第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付

並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集

中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行

うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代（平成

二十二年から平成三十一年までの期間をいう。）の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

２～３ （略）
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（資料４８）社会保障審議会少子化対策特別部会 第１次報告（平成２１年２月２４日）（抄）

５ 財源・費用負担について

○ 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終報告における指摘も踏まえ、以下
のような点について、引き続き検討していく必要がある。

・ 少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に関わる国家的・緊急的課題に対
する政策であること、我が国の次世代育成支援に対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制
度体系の実現には財源確保が欠かせないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要であること。そ
のために、必要な負担を次世代に先送りするようなことがないよう、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行う必
要があること。

・ 新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に支
え合う仕組みが必要であること。

・ 全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行うとともに、その施策ごとの費用
を、国と地方公共団体の最適な負担を検討していくべきであること。

・ 自治体間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、厳しさを増す地方財政への配慮
が必要であること。また、公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要であること。

・ 事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を考慮するとともに、働き方と関連
の深いサービスなど、個別の給付・サービスの目的・性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。

・ 利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できるようにすることに配慮しながら、今
後、具体的な議論が必要であること。

・ 多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。

○ また、財源の程度と政策のプライオリティ付けは相関関係にあり、給付設計を考えていく上でも、財源についての
議論を深めることが必要である。

○ さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、事業主拠出を求める場合に事
業主の働き方の見直しを促進するような仕組みの検討なども引き続き進めるべきである。


